当座勘定規定（一般当座用）
（令和１ 年９月１ 日現在 ）

第１条（当座勘定への受入れ）
①当座勘 定には、 現金の ほか、 手形、 小切手、 利札、 郵便為 替 証書、配 当金領収 証 その 他の証 券で直 ちに取立 てので きる
もの（以 下「証券 類」と いいま す 。）も 受入れ ます。
②手形要 件、小切 手要件 の白地 はあらか じめ補 充して くださ い 。当行は 白地を補 充する 義務を 負いませ ん。
③証券類 のうち裏 書等の 必要が あるもの は、そ の手続 を済ま せ てくださ い 。
④証券類 の取立の ためと くに費 用を要す る場合 には、店頭掲示 の代金取 立手数料 に準じ てその 取立手数 料をい ただき ます 。

第２条（証券類の受入れ）
①証券類 を受入れ た場合 には、 不渡返還 時限の 経過後 その決 済 を確認し たうえで なけれ ば 、支 払資金と しませ ん 。
②証券類 を受入れ た店を 支払場 所とする 証券類 の場合 には、証 券類を受 入れた店 でその 日のう ちに決済 を確認 したう えで 、
支払資金 とします 。

第３条（本人振込み）
①当行の 他の本支 店また は他の 金融機 関を通じ て当座 勘定に 振 込みがあ った場合 には、 当行で 当座勘 定元帳 へ 入金記 帳し
たうえで なけれ ば、支 払資金 としませ ん 。た だし、 証券類 によ る振込み につい ては 、 その決 済の確認 もした うえで なけ
れば、支 払資金 としま せん 。 また、次 に該当 する場 合には 入金 記帳をお 断りす るか、 翌営業 日に入金 記帳す る場合 があ
ります。
１．この 預金が法 令や公 序良俗 に反する 行為に 利用さ れ、ま た はそのお それがあ ると 認 められ るとき 。
２．預金 口座の状 態等に より受 入諾否 の判断が 必要な とき。 な お、これ により 生 じた損 害につ いては 、当行は 責任を 負
いません 。
②当座勘 定への振 込みに ついて 、振込 通知の発 信金融 機関 か ら 重複発信 等 の誤発 信によ る取消 通知が あった場 合には 、振
込金の入 金記帳を 取消し ます。

第４条（第三者振込み）
①第三者 が口座開 設店で 当座勘 定に振込 みをし た場合 に、その 受入れが 証券類に よると きは、第 ２条と 同様に取扱い ます。
②第三者 が当行の 他の本 支店ま たは他の 金融機 関を通 じて当 座 勘定に振 込みをし た場合 には、第３条と 同様に 取扱い ます。

第５条（受入証券類の不渡り）
①前３条 によって 証券類 による 受入れ または振 込みが なされ た 場合に、 その証券 類が不 渡りと なった ときは 、 直ちに その
旨を本人 に通知 すると ともに 、その金 額を当 座勘定 元帳か ら引 落し、本 人から の請求 があり しだいそ の 証券 類は受 入れ
た店舗、 または 振込み を受付 けた店舗 で返却 します 。ただ し、 第４条の 場合の 不渡証 券類は 振込みを した第 三者に 返却
するもの とし、同 条第１ 項の場 合には、 本人を通じて 返却す る こともで きます 。
②前項の 場合には 、あら かじめ 書面によ る依頼 を受け たもの に かぎり 、 その証券 類につ いて権 利保全の 手続を します 。

第６条（手形、小切手の金額の取扱い）
手形、小切 手を受 入れま たは支払 う場合 には、複記のい かんに かかわら ず 、所定 の金額 欄記載の 金額に よって 取扱い ます。

第７条（手形、小切手の支払）
①小切手 が支払の ために 呈示さ れた場 合、また は手形 が呈示 期 間内 に支 払のため 呈示さ れた場 合には 、当座勘 定から 支払
います。
②当座勘 定の払戻 しの場 合には 、小切手 を使用 してく ださい 。

第８条（手形、小切手用紙）
①当行を 支払人と する小 切手ま たは口 座開設店 を支払 場所と す る約束手 形を振出 す場合 には、 当行が 交付した 用紙を 使用
してくだ さい。
②口座開 設店を支 払場所 とする 為替手 形を引受 ける場 合には 、預金業務 を営む金 融機関 の交付 した手 形用紙で あるこ とを
確認して ください 。
③前２項 以外の手 形また は小切 手につい ては、 当行は その支 払 をしませ ん 。
④手形用 紙、小切 手用紙 の請求 があった 場合に は、必 要と認 め られる枚 数を実費 で交付 します 。

第９条（支払の範囲）
①呈示さ れた手形 、小切 手等の 金額が当 座勘定 の支払 資金を こ える場合 には、当 行はそ の支払 義務を負 いませ ん。
②呈示さ れた手形 、小切 手は、 呈示日 の１５時 までに 当座勘 定 に受入れ または 振 込され た資金 により 支払いま す。な お、
万一、１ ５時以降 に入金 した資 金を支払 に充当 したと しても 当 行は責任 を負わな いもの としま す 。
③手形、 小切手の 金額の 一部支 払はしま せん。

第１０条（支払の選択）
同日に数 通の手形 、小切 手等の 支払を する場合 にその 総額が 当 座勘定の 支払資金 をこえ るとき は 、そ のいずれ を 支払 うか
は当行の 任意とし ます。

第１１条（過振り）
①第９条 の第１項 にかか わらず 、当行 の裁量に より支 払資金 を こえて手 形、小切 手等の 支払を した場 合には、 当行か らの
請求があ りしだい 直ちに その不 足金を支 払って くださ い。
②前項の 不足金に 対する 損害金 の割合 は年１４ ．００ ％（年 ３ ６５日の 日割計算 ）とし 、当行 所定の 方法によ って計 算し
ます。
③第１項 により当 行が支 払をし た後に当 座勘定 に受入 れまた は 振込まれ た資金は 、同項 の不足 金に充当 します 。
④第１項 による不 足金、 および 第２項 による損 害金の 支払が な い場合に は、当行 は諸預 り金そ の他の 債務と、 その期 限の
いかんに かかわら ず 、い つでも 差引計算 するこ とがで きます 。
⑤第１項 による不 足金が ある場 合には 、本人か ら当座 勘定に 受 入れまた は振込ま れてい る証券 類は、 その不足 金の担 保と
して譲り 受けたも のとし ます 。

第１２条（手数料等の引落し）
①当行が 受取るべ き貸付 金利息 、割引 料、手数 料、保 証料、 立 替費用、 その他こ れに類 する債 権が生 じた場合 には、 小切
手によら ず、当座 勘定か らその 金額を引 落すこ とがで きるも の とします 。
②当座勘 定から各 種料金 等 の自 動支払を する場 合には 、当行 所 定 の手続 をしてく ださい 。

第１３条（支払保証に代わる取扱い）
小切手の 支払保証 はしま せん。 ただし 、その請 求があ るとき は 、当行は 自己宛小 切手 を 交付し 、その 金額を当 座勘定 から
引落しま す。

第１４条（印鑑等の届出）
①当座勘 定の取引 に使用 する印 鑑（また は署名 鑑）は、当行所 定の用紙 を用い、あらか じめ口 座開設店 に届出 てくだ さい 。
②代理人 により取 引をす る場合 には、本 人から その氏 名と印 鑑 （または 署名鑑） を前項 と同様 に届出て くださ い 。

第１５条（届出事項の変更）
①手形、小切手 、約束 手形用 紙、小 切手用 紙 、印 章を失 った場 合、また は印章 、氏名（ま たは名称 ）、商 号、代表者 、代理
人、住所 、電話 番号そ の他届 出事項 に 変更が あった 場合に は、 直ちに当 行所定 の方法 により 口座開設 店 に届 出てく ださ
い。
②前項の 印章 、氏名（ま たは名 称）、住所そ の他の 届出事 項の変 更の届出 前に生じ た損害 につい ては 、当行 に過失が ある場
合を除き 、当行は 責任を 負いま せん。
③第１項 による届 出事項 の変更 の届出 がなかっ たため に 、当 行 からの通 知または 送付す る書類 等が延 着しまた は到達 しな
かった場 合には、 通常到 達 すべ き時に到 達した ものと みなし ま す 。
④預金口 座の開設 等の際 には、 当行は 、法令で 定める 税務上 の居住地国 や本人確 認等の 確認を 行いま す。この 際に行 う確
認事項に 変更があ ったと きは 、 直ちに当 行所定 の方法 により 届 出てくだ さい。

第１６条（印鑑照合等）
①手形、 小切手ま たは諸 届け書 類に使 用された 印影ま たは署 名 を、届出 の印鑑（ または 署名鑑 ）と相 当の注意 をもっ て照
合し、相 違ない ものと 認めて 取扱いま したう えは 、 その手 形、 小切手、 諸届け 書類に つき、 偽造、変 造その 他の事 故が
あっても そのため に 生じ た損害 について は、当 行は責 任を負 い ません。
②手形、 小切手と して使 用され た用紙 を、相当 の注意 をもっ て 第８条の 交付用紙 である と認め て取扱 いました うえは 、そ
の用紙に つき模造 、変造 、流用 があって も、そ のため に生じ た 損害につ いては 、前項と 同様と します。
③この規 定および 別に定 める手 形用法、 小切手 用法に 違反し た ために生 じた損害 につい ても 、 第１項と 同様と します 。

第１７条（振出日、受取人記載もれの手形、小切手）
①手形、 小切手を 振出し または 為替手 形を引受 ける場 合には 、手形要件 、小切手 要件を できる かぎり 記載して くださ い。
もし、小 切手も しくは 確定日 払の手形 で振出 日の記 載のな いも のまたは 手形で 受取人 の記載 のないも のが 呈 示され たと
きは、そ のつど連 絡する ことな く支払う ことが できる ものと し ます 。
②前項の 取扱いに よって 生じた 損害につ いては 、当行 は責任 を負いませ ん。

第１８条（線引小切手の取扱い）
①線引小 切手が呈 示され た場合 、その 裏面に届 出印の 押なつ （または届 出の署名 ）があ るとき は、そ の持参人 に支払 うこ
とができ るものと します 。
②前項の 取扱いを したた め 、小切 手法第 ３８条 第５項 の規定に よる損害 が生じて も、当 行はその 責任を 負いま せん。ま た、
当行が第 三者にそ の損害 を賠償 した場合 には、振出人 に求償 で きるもの とします 。

第１９条（自己取引手形等の取扱い）
①手形行 為に取締 役会の 承認、 社員総 会の認許 その他 これに 類する手続 を必要と する場 合でも 、その 承認等の 有無に つい
て調査を 行なうこ となく 、支払 をするこ とがで きます 。
②前項の 取扱いに よって 生じた 損害につ いては 、当行 は責任 を負いませ ん。

第２０条（利息）
当座預金 には利息 をつけ ません 。

第２１条（残高の報告）
当座勘定 の受払ま たは残 高の照 会があっ た場合 には、 当行所 定 の方法に より報告 します 。

第２２条（譲渡、質入れの禁止）
この預金 は、譲渡 または 質入れ すること はでき ません 。

第２３条（反社会的勢力との取引拒絶）
この当座 勘定は、 第２５ 条第２ 項各号 のいずれ にも 該 当しな い 場合に利 用するこ とがで き、第 ２５条 第２項各 号の一 にで
も該当す る場合に は、当 行はこ の当座勘 定の開 設をお 断りす る ものとし ます 。

第２４条（取引の制限等）
①当行は 、預金者 の情報 および 具体的 な取引の 内容等 を適切 に把握する ため、提 出期限 を指定 して各 種確認や 資料の 提出
を求める ことが ありま す 。預 金者から 正当な 理由な く指定 した 期限まで に回答 いただ けない 場合には 、入金 、払戻 し等
の本規定 にもとづ く取引 の一部 を制限す る場合 があり ます 。
②前項の 各種確認 や資料 の提出 の求め に対する 預金者 の回答 、具体的な 取引の内 容、預 金者の 説明内 容 および その他 の事
情を考慮 して、 当行が マネー ・ローン ダリン グ 、テ ロ資金 供与 、もしく は経済 制裁関 係法令 等 への抵 触のお それが ある
と判断し た場合に は、入 金、払 戻し等の 本規定 にもと づく 取 引 の一部を 制限する 場合が ありま す 。
③前２項 に定める いずれ の 取引 の制限 について も 、預 金者か ら の説明等 にもとづ き 、マ ネー・ ローン ダリング 、テロ 資金
供与、ま たは経 済制裁 関係法 令等 への 抵触の おそれ が 合理 的に 解消され たと当 行が認 める場 合、当行 は当該 取引の 制限
を解除し ます。

第２５条（解約）
①この取 引は、当 事者の 一方の 都合で いつでも 解約す ること が できます 。ただし 、当行 に対す る解約 の通知は 書面に よる
ものとし ます。
②前項の ほか、次 の各号 の一に でも該 当し、当 行が取 引を継 続 すること が 不適切 である 場合に は、当 行はこの 取引を 停止
し、また は解約 の通知 をする ことによ りこの 当座勘 定を解 約す ることが できる ものと します 。なお、 この解 約によ って
生じた損 害につ いては 、当行 は責任を 負いま せん。 また、 この 解約によ り当行 に損害 が生じ たときは 、その 損害額 を支
払ってく ださい 。
１．当座 勘定開設 申込時 にした 表明・確 約に関 して虚 偽の申 告 をしたこ とが 判明 した場 合
２．本人が 、暴力 団、暴 力団員、暴力団 員でな くなっ た時から ５年を経 過しない 者、暴 力団準 構成員 、暴力団 関係企 業 、
総会屋等 、社会運 動等標 ぼうゴ ロまた は特殊知 能暴力 集団等 、 その他こ れらに準 ずる者 （以下 これらを 「暴力 団員
等」とい います。）に該当 し、ま たは次 のいず れかに 該 当する ことが 判 明した場 合
Ａ．暴力 団員等が 経営を 支配し ていると 認めら れる関 係を有 す ること

Ｂ．暴力 団員等が 経営に 実質的 に関与し ている と 認め られる 関 係を有す ること
Ｃ．自己 、自社も しくは 第三者 の不正 の利益を 図る目 的また は 第三者に 損害を加 える目 的をも ってする など 、 不当
に暴力団 員等を利 用して いると 認められ る関係 を有す ること
Ｄ．暴力 団員等に 対して 資金等 を提供 し、また は便宜 を供与 す るなどの 関与をし ている と認め られる関 係を有 する
こと
Ｅ．役員 または経 営に実 質的に 関与して いる者 が暴力 団員等 と 社会的に 非難され るべき 関係を 有するこ と
３．本人 が、自ら または 第三者 を利用し て次の いずれ か 一に で も該当す る行為を した場 合
Ａ．暴力 的な要求 行為
Ｂ．法的 な責任を 超えた 不当な 要求行為
Ｃ．取引 に関して 、脅迫 的な言 動をし、 または 暴力を 用いる 行 為
Ｄ．風説 を流布し 、偽計 を用い または威 力を用 いて当 行の信 用 を毀損し 、または 当行の 業務を 妨害する 行為
Ｅ．その 他Ａから Ｄに準 ずる行 為
③当行が 解約の通 知を届 出の住 所にあ てて発信 した場 合に、 そ の通知が 延着しま たは到 達しな かった ときは 、 通常到 達す
べき時に 到達した ものと みなし ます 。
④手形交 換所の取 引停止 処分を 受けた ために、 当行が 解約す る 場合には 、到達の いかん にかか わらず 、その通 知を発 信し
た時に解 約された ものと します 。

第２６条（取引終了後の処理）
①この取 引が終了 した場 合には 、その 終了前に 振出さ れた約 束 手形、小 切手また は引受 けられ た為替 手形であ っても 、当
行はその 支払義務 を負い ません 。
②前項の 場合には 、未使 用の手 形用紙 、小切手 用紙は 直ちに 口 座開設店 へ返却す るとと もに、 当勘勘 定 の決済 を完了 して
ください 。

第２７条（手形交換所規則による取扱い）
①この取 引につい ては、 前各条 のほか、 関係の ある手 形交換 所 の規則に 従って処 理する ものと します 。
②関係の ある手形 交換所 で災害 、事変 等のやむ をえな い事由 に より緊急 措置がと られて いる 場 合には 、第７条 の第１ 項に
かかわら ず、呈 示期間 を経過 した手形 につい ても 当 座勘定 から 支払うこ とがで きるな ど 、そ の緊急措 置 に従 って処 理す
るものと します 。
③前項の 取扱いに よって 生じた 損害につ いては 、当行 は責任 を負いませ ん。

第２８条（規定の変更）
①この規 定は、法 令の変 更、社 会情勢 ・金融情 勢の変 更、そ の 他、当行 が相当の 事由が あると 認めら れる場合 には、 店頭
表示、ホ ームペー ジでの 告知そ の他の相 当の方 法で公 表する こ とにより 、変更す ること ができ るものと します 。
②前項の 変更は、 公表等 の際に 定める適 用開始 日 から 適用さ れ るものと します 。

第２９条（休眠預金等活用法に係る異動事由）
当行は、 この預金 につい て、以 下の事 由を民間 公益活 動を促 進 するため の 休眠預 金等に 係る資 金の活 用に関す る法律 （以
下「休眠 預金等活 用法 」 といい ます 。）にもと づく異動 事由と して取り 扱います 。
①引出し 、預入れ 、振込 の受入 れ、振 込みによ る払出 し、口 座 振替その 他の事由 により 預金額 に異動 があった こと （ 当行
からの利 子の支払 に係る ものを 除きます 。）
②手形ま たは小切 手の提 示その 他の第 三者によ る支払 の請求 が あったこ と（当行 が当該 支払の 請求を 把握する ことが でき
る場合に 限ります 。）。
③預金者 等から、 この預 金につ いて次 に掲げる 情報の 提供の 求めがあっ たこと （ この預 金が休 眠預金 等活用法 第 ３条 第１
項にもと づく公告 （以下 、本項 において 「公告 」とい います。）の対象 となって いる 場 合に限 ります。）
１．公告 の対象と なる預 金であ るかの該 当性
２．預金 者等が公 告前の 休眠預 金等活用 法にも とづく 通知を 受 け取る住 所地
④預金者 等からの 残高の 確認が あったこ と（当 行が残 高の確 認 を把握で きる場合 に限り ます。）
⑤預金者 等からの 申し出 にもと づく 契 約内容ま たは顧 客情報 の変更があ ったこと （当行 が契約 内容ま たは顧客 情報の 変更
を把握で きる場合 に限り ます。）
⑥預金者 等からこ の預金 につい て借入金 の返済 に利用 する旨 の申し出が あったこ と
⑦預金者 等が次に 掲げる 情報の 全部また は一部 を受領 したこ と （当行が 情報の受 領を把 握でき る場合に 限りま す。）
１．当行 名称およ びこの 預金を 取扱う店 舗の名 称
２．この 預金の種 別

３．口座 番号その 他預金 等の特 定に必要 な事項
４．この 預金の名 義人の 氏名ま たは名称
５．この 預金の元 本の額

第３０条（休眠預金等活用法に係る最終異動日等）
①この預 金につい て、休 眠預金等 活用法 におけ る最終 異動日等 とは、次に 掲げる 日のう ち最も遅 い日を いうも のとし ます 。
１．前記 第 29 条 の異動が 最後に あった 日
２．将来 における 預金に 係る債 権の行 使が期待 される 事由と し て次項で 定めるも のにつ いては 、預金 に係る債 権の行 使
が期待さ れる日と して次 項にお いて定め る日
３．当行 が預金者 等に対 して休 眠預金 等活用法 第 ３条 第２項 に 定める事 項の通知 を発し た日。 ただし 、当該通 知が預 金
者に到達 した場合 または 当該通 知を発 した日か ら１か 月を経 過 した場合 （１か月 を経過 する日 または当 行があ らか
じめ預金 保険機構 に通知 した日 のうち いずれか 遅い日 までに 通 知が預金 者の意思 によら ないで 返送され たとき を除
く。）に限ります 。
４．この 預金が休 眠預金 等活用 法第 ２条 第２項 に定め る預金 等 に該当す ることと なった 日
②第１項 第２号に おいて 、将来 におけ る預金に 係る債 権の行 使 が期待さ れる事由 とは、 次の各 号に掲 げる事由 のみを いう
ものとし 、預金に 係る債 権の行 使が期待 される 日とは 、当該 各 号 に掲げ る事由に応じ、 当該各 号に定め る日と します 。
１．法令 、法令に もとづ く 命令 もしく は措置ま たは契 約によ り 、この預 金につい て支払 が停止 された 場合は、 当該支 払
停止が解 除された 日
２．こ の預金 について 、強 制執行 、仮 差押え または 国税滞納 処 分（そ の例に よる処分 を含み ます。）の対 象とな った場 合
は、当該 手続が終 了した 日
３．法令 または契 約にも とづく 振込の 受入れ、 口座振 替その 他 の入出金 が予定さ れてい ること または 予定され ていた 場
合（た だし 、当行 が入出 金の予 定を把握 するこ とがで きるもの に 限りま す。）は 、当該入 出金が 行われ た日ま たは入
出金が行 われない ことが 確定し た日

第３１条（休眠預金等代替金に関する取扱い）
①この預 金につい て長期 間お取 引がな い場合、 休眠預 金等活 用 法 にもと づきこの 預金に 係る債 権は消 滅し、預 金者等 は、
預金保険 機構に対 する休 眠預金 等代替金 債権 を有する ことに な ります 。
②前項の 場合、預 金者等 は、当 行を通 じてこの 預金に 係る休 眠 預金等代 替金債権 の支払 を請求 するこ とができ ます 。 この
場合にお いて、 当行が 承諾し たときは 、預金 者は、 当行に 対し て有して いた預 金債権 を取得 する方法 によっ て、休 眠預
金等代替 金債権 の 支払を 受ける ことがで きます 。
③預金者 等は、第 １項の 場合に おいて 、次に掲 げる事 由が生 じ たときは 、休眠預 金等活 用法第 ７条第 ２項によ る申出 およ
び支払の 請求をす ること につい て 、あら かじめ 当行に 委任し ま す。
１．この 預金につ いて、 振込み 、口座 振替その 他の方 法によ り 、第三者 からの入 金また は当行 からの 入金であ って法 令
または契 約に定め る義務 にもと づくもの （利子 の支払 に係る も のを 除き ます。）が生じた こと
２．この 預金につ いて、 手形ま たは小 切手の提 示その 他の第 三 者による 債権の支 払の請 求が生 じたこ と（当行 が当該 支
払の請求 を把握す ること ができ る 場合に 限りま す。）
３．この 預金に係 る休眠 預金等 代替金 の支払を 債権の 目的と す る強制執 行、仮差 押えま たは国 税滞納 処分（そ の例に よ
る処分を 含みます 。）が行 われた こと
４．この 預金に係 る休眠 預金等 代替金 の 一部の 支払が 行われ た こと
④当行は 、次の各 号に掲 げる事 由を満 たす場合 に限り 、預金 者 等 に代わ って第３ 項によ る休眠 預金等 代替金 の 支払を 請求
すること を約しま す。
１．当行 がこの預 金に係 る休眠 預金等代 替金 に ついて 、預金 保 険機構か ら支払等 業務 の 委託を 受けてい ること
２．この 預金につ いて、 第３項 第２号 に掲げる 事由が 生じた 場 合には、 当該支払 への請 求に応 じるこ とを目的 として 預
金保険機 構 に対し て休眠 預金等 代替金の 支払を 請求す ること
３．前項 にもとづ く取扱 いを行 う場合 には、預 金者等 が当行 に 対して有 していた 預金債 権を取 得する 方法によ って支 払
うこと

第３２条（通知方法）
この預金 について 、前記 第 30 条 の最終 異動日 等から９ 年以上 経過した 場合、お 届けい ただい た住所ま たは電 子メー ルアド
レス宛て に、ご連 絡させ ていた だきます 。

第３３条（個人信用情報センターヘの登録）
個人取引 の場合に おいて 、つぎ の各号 の事由が １つで も 生じ た ときは、 その事実 を銀行 協会の 運営す る個人信 用情報 セン

ターに５ 年間（た だし、 下記第 ３号の 事由の場 合のみ ６か月 間 ）登録し 、同セン ターの 加盟会 員なら びに同セ ンター と 提
携する個 人信用情 報機関 の加盟 会員は自 己の取 引上の 判断の た め利用で きるもの としま す 。
１

差押 、仮差押 、支払 停止、 破産等信 用欠如 を理由 として 解 約された とき。

２

手形 交換所 の 取引停 止処分 を受けた とき。

３

手形 交換所 の 不渡報 告に掲 載された とき。
以

上

（お客さ まへ）
お取引名 義が個人 の方に つきま しては 、第 33 条の「個 人信用 情 報 センタ ーヘの 登 録」の 条項が 適用され ること となり ます
が、個人 信用情報 センタ ーが開 設され ていない 地域の 当行本 支 店 でお取 引のお客 さまに つきま しては 、将来そ の地域 に個
人信用情 報センタ ーが開 設され た時点 より新た に本条 項が適 用 されるこ ととなり ますの でお 含 み置き ください ますよ うお
願い申し 上げます 。

小切手や手形のお振出しに当たっては、以下の用法をご参照ください。

小切手用法
１．

この小切手用紙は、口座開設店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に

譲り渡すこ

とはしないでください 。
２．

小切手のお振出しにあたっては 、当座勘定の残高を確認してください。なお、先日付の小切手でも呈示をうければ、支払うこと
になりますからご承知おきください。

３．

小切手のお振出しにあたっては 、金額、振出日などを明確に記入し、記名なつ印に際しては、口座開設店へお届けのご印章を使
用してください。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。

４．

(1)

金額は所定の金額欄に記入してください。

(2)

金額をアラビア数字（算用数字、1,2,3････）で記入するときは 、チェックライターを使用し、金額の頭には、「￥」を、
その終わりには※、☆などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。

(3)

金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には、「金」
を、終わりには「円」を記入してください。

５．

金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい小切手用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇
所にお届け印をなつ印してください。

６．

小切手用紙の下辺余白部分（クリアーバンド）は、使用しないでください 。

７．

小切手用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。

８．

小切手用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。
以

上

約束手形用法
１．

この手形用紙は、口座開設店における貴方名義の当座勘定にかぎり使用し、他の当座勘定に使用したり、他人に譲り渡すことは
しないでください。

２．

手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日を明確に記入し、記名なつ印に際しては、口座開設店へお届けのご印章を
使用してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具
を使用してください。

３．

振出日、受取人の記載は、手形要件となっておりますから 、できるだけ記入してください。

４．

(1)

金額は所定の金額欄に記入してください。

(2)

金額をアラビア数字（算用数字、1,2,3・・・）で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「￥」を、
その終わりには※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。

(3)

金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」
を、その終りには「円」を記入してください。

５．

金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所
にお届け印をなつ印してください 。

６．

手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺（クリアーバンド）などの余白部分（下図斜線部分）は使用しないでください。

７．

手形用紙は大切に保管し、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出てください。

８．

手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。

９．

自署によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以

上

為替手形用法
１．

この手形用紙を用紙のままで他人に譲り渡すことはしないで下さい。

２．

手形のお振出しにあたっては、支払人（引受人）が金融機関と当座勘定取引があることをできるだけ確かめてください。

３．

手形のお振出しにあたっては、金額、住所、支払期日などを明確に記入してください。住所の記載があれば振出地の記入は省略
することができます。なお、改ざん防止のために消しにくい筆記具を使用してください。

４．

振出日、支払人、受取人の記載は手形要件となっておりますから、できるだけ記入してください。

５．

(1)

金額は所定の金額欄に記入してください。

(2)

金額をアラビア数字（算用数字、1,2,3・・・）で記入するときは、チェックライターを使用し、金額の頭には「￥」を、
その終わりには※、★などの終止符号を印字してください。なお、文字による複記はしないでください。

(3)

金額を文字で記入するときは、文字の間をつめ、壱、弐、参、拾など改ざんしにくい文字を使用し、金額の頭には「金」
を、その終りには「円」を記入してください。

６．

金額を誤記されたときは、訂正しないで新しい手形用紙を使用してください。金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所
にお届け印をなつ印してください 。

７．

口座開設店を支払場所とする手形のお引受けにあたっては 、支払地、支払場所などを明確に記入のうえ、記名なつ印には、口座
開設店へお届けのご印章を使用してください。

８．

手形用紙の右上辺、右辺ならびに下辺（クリアーバンド）などの余白部分（下図斜線部分）は使用しないでください。

９．

手形用紙は大切に保管してください。
口座開設店を支払場所とする手形について、万一、紛失、盗難などの事故があったときは、当行所定の用紙によりただちに届出
てください。

１０．手形用紙は、当行所定の受取書に記名なつ印（お届け印）のうえ請求してください。
１１．自署によるお取引の場合は、記名なつ印にかえ自署してください。ただし、記載事項の訂正には姓だけをお書きください。
以

上

